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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

    本日は柏原ロータリークラブからガバナー

補佐幹事の山名 純吾様とＩＭ実行委員長の 

谷垣 渉様をお迎えしています。どうかごゆっ

くりおくつろぎ下さい。 

そして、新入会員の定藤繁樹会員も今日の例

会から出席されています。これから大いにロー

タリーライフを楽しんで下さい。応援致します。 

   さて今月は職業奉仕月間です。「職業奉仕」

はロータリーの専門用語だそうです。そのため

か難しい、解りにくいとよく言われます。丸尾

ガバナーは今月のガバナー月信で「職業奉仕と

は、一言で言えば倫理的に利益を追求すること」

と述べておられます。 

「職業奉仕」を理解する上で参考になる本が

あります。2002-03年度の地区クラブ奉仕・職

業奉仕合同セミナーでの深川純一パストガバ

ナーの講演と地区社会奉仕セミナーでの田中

毅パストガバナーの講演を冊子にまとめた 

「ロータリー学入門」は「職業奉仕」について非常

にわかりやすく解説されています。 

その一部を紹介します。「ロータリー運動は倫理

運動である。『これこそロータリーだ』ということ

を象徴的に表わしているのが、実は、職業奉仕であ

る。ロータリーのロータリーたる所以は、職業奉仕

の実践にある。職業奉仕の実践は、先ず例会出席に

始まる。出席することによりロータリアン自身の心

を磨き、ロータリアン自身の職業倫理を高めなけれ

ばならない。 

ロータリーは倫理運動の立場から、世のため人の

ための心をもって職業を営んでいると、その結果と

して信用という保護膜に包まれて、長期的に安定し

た利潤を着々と獲得することが出来る強靭な体質

企業を作り上げることになる。 

その原理の総体を職業奉仕と呼ぶ。」とあります。

ロータリーをより良く理解する上で大いに参考に

なる本だと思います。 

 

 

 

 卓 話          栗田 義博会員 

 

 本日の例会   1月 27日（水） 次週予告   2月  3日（水） 

  ◎ソング 「奉仕の理想」 

              田中 哲三 会員 

  ◎プログラム      イタリア王后陛下 

                北 順佑 様 

◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian」 

              谷口 敏彦 会員 

◎プログラム  卓話 

             草野 旦 会員 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

WEEKLY BULLETIN   
第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 

 

  R.I.会長テーマ 

   “世界へのプレゼントになろう” 

      会長 K.R.ラビンドラン 

 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●事務所 〒665-0004宝塚市梅野町 1-46（宝塚ホテル４０５号室） 

●電 話 0797-87-1151 直通 83-1110 FAX83-1110 

●会 長 那須範満  ●幹事 川添裕照  ●会報委員長 大西利哉 

会会長長のの時時間間  

ププロロググララムム  
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60才還暦の年も過ぎました。 

4月まではまだ 60才です。（8年前 52才で脳梗塞を

発症しました。）うち 1/4の 15年がロータリークラ

ブです。 

この間肩書ばかり増えました。（肩書＝仕事） 

{(医学博士)} {ロータリークラブの会員（ロータリ

アンではない)} {(スポーツドクター)}{(京大アメ

フトチームドクター)}   

宝塚市医師会理事 レクリエーション係、月報係、

医事紛争対策係 

兵庫県医師会 医療安全対策常任委員 

      医療事故調査制度委員 

      警法医会委員 

宝塚警察嘱託医、県医師会死体検案認定医 

 

6月 2日（火）クローズアップ現代（NHK）で「増

える原因不明死 “死因解明が追いつかない”」が

放映されました。 

実は私はこの日、多忙でこの番組を見ることがで

きなかったのですが、6月 4日（木）の県警察医委

員会で話題に上り、内容を知りました。 

今、日本では年間 120万人以上の人が亡くなり、

その 7人に１人が「原因不明」だというのです。 

テレビでは結局のところ死因を究明してくれる

医師・法医解剖医の不足が問題であり、全国大学医

学部での問題、たとえば弘前大学では法医解剖医が

転出し、全国に募集をかけたが応募は１件もなかっ

たとか、和歌山医大ではただ１人の解剖医が頑張っ

ている・・などです。 

これは、国民の「死因究明に対する意識の低さ

からくる政治・行政の貧困」に問題があると思うの

です。 

第一、大学は教育機関であり文部科学省の管轄で

す。大学の先生に死因究明を求めるのではなく、行

政の一環として「死因究明センター」を各県に最低

１つ作るべきなのです。（「法医学庁」はすでにスウ

ェーデンにあります）そうすれば、全国各地で同じ

対応ができ、死因究明の質を維持できるのです。 

テレビでは最後に日本の現状を伝えています。 

内閣府が死因究明等施策推進室を発足、有識者を集

めて会議を開催していますが、文部科学省・警察庁・ 

厚生労働省がばらばらでまとまりがなく、終わって

いるようです。 

さて、政治的なお話はこれくらいにして「原因不

明死」つまり死因不明について私見を述べたいと思

います。 

私も一医師、一科学者としては、死因にははっき

りしないもの、曖昧なものがあり、科学的（医学的）

に証明できない死因はつけるべきではないと思っ

ていました。実際 10年くらい前までは時々「死因

不詳」として死体検案書を作成していました。 

それは、死後 1か月以上たっていてかなり腐敗の

進んだご遺体でした。死因などはっきりできるわけ

がないではありませんか・・・ 

でも今ではこんな場合でも病歴がわかっていれ

ば「○○癌の疑い」「肝不全の疑い」「心筋梗塞（推

定）」あるいは「老衰」「衰弱死」等できるだけ医師

として推測しうる限りの病名をつける様にしてい

ます。 

この場合、家人がはっきりされている場合で少し

でも病院にかかっておられた場合はその先生（医師）

に家人が不審を持たない様（あとで訴訟を起こされ

ない様？）うまく説明する様に心がけています。 

また、家人が「苦しまなかったでしょうか？」と

聞かれた時は「苦しみは無かったと思われますよ・・」 

と答えます。たとえ非定型縊死（いし）で（足がし

っかりついている状態での首吊りなど）かなり苦し

んだと思われる場合もです。 

検死医としては残された家族の気持ちに寄り添

い、納得して頂くのが大切だと思っています。もち

ろん警察 が見逃している様な他殺のサインがあ

る時は別ですが・・（その時は死体検案書は記載せ 

ず、必ず法医学教室などで解剖してもらう様に伝え

ます）ただ聞いたところによりますと、関東の医師

は「不詳の死」と書かれることが多いそうで、それ

で 7人に 1人が死因不明になるのでしょうか。 

もちろん死因究明センターの設立のためにはそ
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の方がよいのでしょう。 

でも、びっくりしたのは先生方の記憶にも新しい、

オートバイに乗っていて警察車両と接触し転倒さ

れ死亡した俳優さんの死亡診断書が「原因不詳」と

なっていた事です。剖検もしたうえなのですが・。 

 

      

 

○馬場 和代 君 

 優秀な定藤様、ご入会おめでとうございます。 

阪上会員、ご紹介ありがとうございます。 

＊強委員会としてもお礼申し上げます。今期目標 2

名です。皆様もう 1人是非よろしく。ニコニコ 

 

○前田 正明 君 

定藤様、ご入会おめでとうございます。 

 

○坂上 安夫 君 

勝手気儘な厄介者ですが、本年もよろしく！ 

 

○阪上 栄樹 君 

定藤様ようこそ！！ご入会おめでとうございます。 

 

○芝池 巌 君 

三宝鉄道イベントをアステ川西ショッピングモー

ルで今年も開催しました。今年は 20名のアーティ

ストを招いて盛大に行ったところ、6日間で約 4万

5千人の来場を記録しました。 

 今年はコンサートを 15回以上行います。 

 

○竹原 善記 君 

年末ジャンボ、完敗でした。 

大口のニコニコができなくて、すみません！ 

 

○谷口 敏彦 君 

谷垣様、山名様お寒い中ようこそお越し下さいまし

た。定藤さん、新入会員となられお目出度う御座居

ます。  

 

 

 

□本日のソング 

「我ら日本のロータリアンの歌」 

             前田 正明 会員 

 

□お客様 

ＩＭ実行委員長 谷垣 渉様（柏原 RC） 

ガバナー補佐  山名 純吾様（柏原 RC） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 28  84.85 

前々回 

12/16 
33 2 31 26 2 90.32 

 

□幹事報告 

①地区ローターアクト「2015－16年青少年交流会」

のご案内 

（日時）2月 7日（日）受付 13：00 終了 16：00 

（会場）明石市東仲ノ町 6－1（電）078－918-5600 

   明石市生涯学習センター 8階 学習室２ 

（登録料）RC：1000円  RAC：500円 

（締切）1月 29日（金） 

②第 38回 RYLAセミナーのご案内（第 2680地区） 

（期間）2016年 5月 19日（木）～22日（日） 

（場所）神戸 YMCA余島野外活動センター 

 香川県小豆郡土庄町余島 （電）0879－62－2241 

（参加資格）1.ロータリークラブから推薦を受けた

満 20歳以上の男女 

          2.将来指導者を目指す人 

          3.青少年指導の経験ある人 

（集合）5月 19日（木）午後 2時現地 

（参加費）受講生 50000円（推薦 RCが負担） 

ロータリアン登録料 5000円 1泊に付き 15000円 

（締切）各ロータリークラブ経由して3月31日（木）

までに地区事務所に。 

③プログラムの変更 

・1 月 27 日（水）ポールハリス追悼記念日プログ

ラムのゲストはピアニスト北順佑様とイタリア王

后陛下ブルボン・ディ イタリア大公妃殿下でござ

います。 

・例会卓話の予定 2月 3日（水）草野会員 

         2月 10日（水）桑田会員 

                      以上 

 

リフレッシュエクササイズ №274  

皆様 あけましておめでとうございます。 

★23期 第7回、通算274回目の「リフレッシュエク

ササイズ」です。今年もよろしくお願い致します。 

週週間間報報告告  

ニニココニニココ箱箱  
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★あすは「大寒」一年中で一番寒い日です。 

 本日は今期ＩＭ実行委員長 谷垣渉様（柏原ＲＣ）

とガバナー補佐幹事山名 純吾様をお迎えしてい

ます。黒田Ｇ補佐様によろしくお伝え下さいませ。 

 

日照時間が短く、寒気の差が激しい時です。 

「お日様うがい」を忘れず、体調管理に充分気をつ

けて下さいませ。 

  

★お顔にっこり、元気な声で「おめでとう・ありが

とう・今年も宜しく！」と言いながら行います。 

★「手指。親指」のエクササイズです。 

1）いつものように足を腰幅に開き、両掌を思いっ

きり開き、横に振ります。 

2）親指だけを「イチ・ニ・サン・シ」と、立てた

り伸ばしたり行います。 

3）親指を中にして「ぐう」をし、開くこと5回 

4）親指を外にして5回 

5）1）に戻り横に振って下さい。 

身体中がポカポカして参ります。認知症予防にもな

ります。簡単ですので、どうぞお続けくださいませ。 

ありがとうございました。 

 

阪上会員のご紹介で定藤繁樹様が入会されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 

 一口コラム 

１０～２０年後、日本の労働人口の約

半数が人工知能やロボットに置き換えら

れてしまうという分析結果を、野村総合

研究所と英オックスフォード大の研究チ

ームが記者会見で明らかにしました。 

研究チームは６０１種類の職業につい

て、必要となる技術や知識、他者とやり 

とりする必要性などをもとに、人工知能

などで代替できるかどうか調べました。 

その結果、会計事務員や配達員など４

９％の労働者が、機械に取って代わられ

る可能性が高いと判定。 

 一方、医師や弁護士、教員、漫画家な

ど、創造性やコミュニケーション能力が

求められる職業は代替されづらいという

結果になったそうです。 

ますます不景気になりそうですね。 
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